
【別添③】

■資格・免状・学歴等の差異が正当化事由となりうるか否かを判断した事例

原告 比較対象 原告 比較対象

フラン
ス-52

破毀院社会部2008年9月24日判決、
No. 06-46.292、民事報告書5、No.
189、社会法研究誌、2008年、1232s.、
注釈（F. Favennec- Héry）、労働権研
究誌、2008年、733、 研究ノート（Hé
as）、1992年5月27日付 社会法研究手
帖、1992年、Somm. 21

仕出し屋 輸出部門リーダー 輸出部門リーダー 基本給（金額不明） 基本給（金額不明） 賃金に関して被る待遇の不平等
という名目で損害賠償請求。
免状が同等レベルである場合、
その唯一の差は、特定の免状を
保有していることが就いている職
務を遂行するのに役立つ特定の
知識の証明になるという根拠が
証明する場合を除き、その現実
や正当性を審査するのは判事の
義務であるが、同一職務を遂行
する賃金労働者間の報酬の差
の根拠にはなり得ないということ
である。

報酬面での賃金労働者の待遇の平等は、同じ事
業所に所属する賃金労働者の間では高く評価され
ている。

【○】　使用者は、各賃金労働者の適性や能力に応じ
て異なる報酬を自由に決めることができ、報酬の平等
は、同一地位に就いている全賃金労働者間でのみ保
証される必要はない。賃金労働者の1人は、「賃金面で
の差別」の存在を証明するための原告であり、輸出部
門リーダーの職位にあり、パリ・ドフィーヌ大学が交付
する高等教育の学位免状を保持するほど、高度な資
格を生かすことができ、同時に経営や管理、マーケティ
ングに際して必要な外国語にも堪能であった。つまり、
女性は、同等レベルの免状を保持する同一の役職に
就いており、輸出法に関するDESS（高等教育専門研
究免状）とDEA（法律学高等研究免状）を取得してお
り、取得した免状のうちどれかは明確にしなかったが、
自分の職務をこなすのに役立つ固有の知識を証明し
たため、それらにより報酬の差が正当化された。

適性・能力、職務に関連する免状保有の有
無に関して違いがある以上、賃金の格差を
設けることは認められる。

フラン
ス-62

破毀院社会部2009年10月28日判決、
No. 08-40.457、民事報告書、No. 239

児童養護施
設

無資格の指導員4人 有資格の指導員 基本給（金額不明） 基本給（金額不明） 同一または等価の労働に関連
し、差別禁止の原則および均等
報酬の原則に違反したという名
目での賃金の追加支給の請求。
こなす職務や保持する責任が同
じ場合、免状の有無が客観的か
つ適切な証拠にはならない。

【○】　この賃金労働者4人は、職務を履行するために
労働協定で求められる免状を有する他の同僚たちとは
逆に、免状を持っておらず、これは報酬の差を正当化
できる客観的かつ適切な要素を構成していた。

職務に関連する免状を保有しているか否
かの違いがある以上、賃金の格差を設け
ることは認められる。

フラン
ス-89

破毀院社会部2014年11月13日判決、
No. 12-20069

ガスタービン
製造業

販売とマーケティン
グ部門の責任者

原告と同じサービス
部門で同じ役割を
負っている同僚。1
人が短い勤続年数
しかないが、人事査
定が高く、原告受領
報酬額より2割高い
報酬額を受けてい
る。

基本給（金額不明） 基本給（原告より2割高原告の同僚が入社時から受け
取る賃金及昇給に比例する賃金
を基礎として追加賃金の請求、
利潤分配と会社の業績と連動す
る手当、待遇の不平等を原因と
する損害賠償の請求、使用者の
違反による労働契約の法的解除
の請求（関連する解除の損害の
支払）、原告の同僚が入社時か
ら受け取る賃金及昇給に比例す
る賃金を基礎として追加賃金の
請求、利潤分配と会社の業績と
連動する手当、待遇の不平等を
原因とする損害賠償の請求、使
用者の違反による労働契約の法
的解除の請求（関連する解除の
損害の支払）

委嘱された役割の行使に役立つとき、当該職員の
同僚が物理化学産業の高等学校の技術者の資格
と電子機器の高等研究免状を持つが、当該職員
が幹部の役割においてバカロレアG2と学校での課
程の修了しか正当化できなかったとき、高等の資
格の保有が同一役割の執行において職員の間の
報酬の差を正当化する。その上、この部門の説明
書は技術者の免状が、責任の領域とマーケティン
グの採用のために原則的に要求されることを述べ
ている。この免状がこの2名の職員に委嘱された
役割を行うために役に立つことを結論する。

【×】【一般論として資格の違いが正当化事由となりう
ることは認める】　資格の違いだけでは、同じ役割を果
たす職員間において待遇の差を根拠づけることができ
ない。例外は特定の資格の保有が委嘱された役割に
役立つ特定の知識を保証することが正当化される場合
である。その事実と関連性は裁判官により検証される
必要がある。この職員の20年余りの間に獲得した経験
が必要とされる資格の水準との差を大きく満たした。技
術者の免状の保有は、職員に割当てられた役割の行
使に役立ったことは証明されなかったので、係争中の
待遇の差を正当化することができなかった。そこで使
用者は当該職員の同僚を採用する手続きにおいてこ
の職員の利益の反して設定されのた賃金違いを正当
化できる客観的かつ関連する理由を提示できなかっ
た。

賃金について、免状を保有しているか否か
の違いがあっても、それが職務と関係がな
い場合は、格差を設けることの正当化事由
にならない。

ドイツ
-1

Higher Labour Court of Hamm, decision
dated 19 December 1991 - 17 Sa
1365/91

音楽学校 1週間当たり8時間勤
務していたパートタ
イムの音楽教師。労
働時間以外に職責
において差異はな
かった。

1週間当たり30時間
を超えて勤務してい
たフルタイムの音楽
教師。

申立人／原告に支払われた基
本給は、1時間当たり86.28ドイツ
マルクであった。

フルタイムの教師に
支払われた基本給
は、1時間当たり
104.59ドイツマルクで
あった。

ドイツのパートタイム労働・有期
労働契約法（TzBfG）第4条1項2
文の意味の範囲内におけるパー
トタイム労働者として、申立人
は、比較可能なフルタイム労働
者の労働時間に相当する報酬を
比例按分計算により受領する権
利を有する。

パートタイム労働者はまだ音楽教師としての階級
を有していなかったため、フルタイム労働者は、
パートタイム労働者（申立人）より高度な専門資格
を有していた。

【○】専門資格（音楽教師の試験）の差異が報酬水準
の差異に対する客観的な理由となるため、本件が法律
に違反しておらず、特に違法かつ不均等な取扱いでは
ない旨の判決が下された。

専門資格（音楽教師）の有無がある以上、
賃金の格差を設けることは認められる。

原告の主張 使用者が主張する、待遇の格差を正当化する論
拠

結論の要約と、判決において提示された理由
【○】は使用者の主張する正当化事由を認めた事例

【×】は認めなかった事例番号

ポイント

【基本給】

事例番号

使用者の業
態

雇用形態、ならびに、労働状況および職
務内容の差異

当該事案における取り扱いの差異



■労働者の能力・労働の質の差異が正当化事由となりうるか否かを判断した事例

原告 比較対象 原告 比較対象

フラン
ス-9

破毀院社会部1997年2月26日判決、
No. 94-41.882

詳細不明 休職中の賃金労働
者の代理として、4ヵ
月間の有期契約で
雇用された会計補佐

休職中の賃金労働
者

休職中の賃金労働者が受け
取っていた報酬との差額を考慮
し、賃金の追加支払を請求（総
額でいくら請求したのか、詳細は
不明）

前任の賃金労働者
の賃金

原告の能力および有期契約とい
う雇用形態を考慮するなら、原
告は前任の賃金労働者と比較し
て不当な扱いを受けている。

労働法1242-14条は以下のとおり定めている。能
力が同等であり、同一の職務を遂行しているなら、
有期契約で雇用されている賃金労働者と無期契
約で雇用されている賃金労働者のあいだに、賃金
の格差があってはならない。ただしこの条文は、休
職中の賃金労働者の代理として雇用された賃金
労働者が、常に必ず前任者と同等の賃金を受け
取れることを保証しているわけではない。前任の
賃金労働者と同等の賃金を求めるのではなく、そ
の賃金を参考指標として利用し、自身の能力と自
身が遂行している職務を考慮した上で、原告は使
用者に対し無期契約による雇用を要請することも
できただろう。いずれにせよ、労働裁判所が原告
の要求に法的根拠を認めなかったのは正当であ
る。

【○】　労働法1242-14条は以下のとおり定めている。
能力が同等であり、同一の職務を遂行しているなら、
有期契約で雇用されている賃金労働者と無期契約で
雇用されている賃金労働者のあいだに、賃金の格差
があってはならない。今回のケースでは、労働裁判所
は以下のとおり結論を下している。原告である賃金労
働者は能力の面で、無期契約で雇用されていた前任
者よりも劣っていた。

労働者の能力の違いがある以上、賃金の
格差を設けることは認められる。

フラン
ス-24

破毀院社会部2002年10月15日判決、
No. 00-40.623

ホテル 1996年8月25日よ
り、有期契約で雇用
された賃金労働者。
その後、休職中の賃
金労働者たちの職
務を全面的に、また
は部分的に引き継ぐ
ために、1996年11月
29日から1997年4月
30日までと、1997年
5月1日から同月31
日までの期間、有期
契約で勤務してい
る。

原告の前任者であ
る、無期契約で働
いていた賃金労働
者たち

有期契約から無期契約への更
新を要求。同時に、組合代表とし
ての身分の回復と、賃金の追加
支払を請求（判決文には、総額
は記されていない）。

原告の前任者である
賃金労働者たちの賃
金

控訴院の判断によれば、原告は
前任の賃金労働者たちと同一の
職務を遂行していたわけではな
い。しかし、たとえそうであって
も、控訴院が原告に対し無期契
約への更新を拒否し、しかも同
時に、賃金の追加支払請求をも
却下することは不当である。使
用者が原告を、前任者たちのポ
ストを引き継ぐ存在とは見なして
いなかったとしても、いずれにせ
よ契約の段階で、前任の賃金労
働者たちの待遇について言及す
べきであった。

複数の賃金労働者が類似の職務を遂行しており、
なおかつ、仕事の質（水準）はそれぞれに異なると
する。この場合、「同一労働、同一賃金」の原則は
使用者に対し、仕事の質に応じて異なる報酬を支
払うことを、一切禁じていない（ただし、法あるいは
協約の定める最低賃金は遵守しなければならな
い）。原告は、同一の水準で同一の職務を遂行し
ていた他の賃金労働者と比較して、自身の報酬が
不当に低く抑えられていたと主張している。確か
に、月ごとの基礎賃金は全員にとって同一でなけ
ればならず、そこに格差が生じてはならない。原告
の遂行した職務が然るべき重要性と水準を備えて
いるなら、なんらかの手当を支給することで損失を
補填することが可能である。反対に、原告の遂行
した職務が充分な水準に達していないのなら、懲
戒計画を厳密に適用することも有り得る。

【○】　労働法1242-14条は以下のとおり定めている。
すなわち、有期契約で雇用されている賃金労働者と無
期契約で雇用されている賃金労働者が、いずれも同等
の能力を有し、同等の職務を遂行している場合、両者
に支払われる賃金に格差があってはならない。控訴院
は、原告の職務遂行能力が前任の賃金労働者たちの
それよりも劣っていたこと、ならびに、原告が遂行して
いた職務の範囲が前任者たちのそれよりも狭かったこ
とを認定した。したがって原告は、前任者たちと同等の
賃金の支払を請求することはできない。

労働者の職務遂行能力及び職務の範囲の
違いがある以上、賃金の格差を設けること
は認められる。

フラン
ス-25

破毀院社会部2002年11月26日判決、
社会判例研究誌、2/03、No. 178

建築業 電線工事人 電線工事人一般 基本給（金額不明） 基本給（金額不明） 報酬が低く抑えられていたため、
賃金の追加支払を請求（請求総
額は不明）。

【×】【一般論として職務水準の差異は正当化事由にな
り得る】　原告である賃金労働者は、勤続年数が自身
と同等かそれ以下の同僚と比較して、少ない額の賃金
を受け取っていた。原告とその同僚たちは同一のポス
トに就き、同一の職務を遂行し、仕事の水準や給与係
数を共有していた。使用者はそうした状況を変えようと
せず、賃金の格差の原因は単純に、原告が遂行する
職務の水準が平均以下であるためだと説明していた。
したがって控訴院は以下のように判断した。使用者
は、自らの主張（原告の賃金労働者が不平等な待遇を
受けたのは、原告の仕事の水準が低いことが原因で
あるとする主張）を正当化するに足る証拠を提示してお
らず、原告の訴えは正当である。

賃金の格差について、一般論として職務水
準の差異は正当化事由になりうる。

フラン
ス-49

破毀院社会部2008年2月20日判決、
No. 06-40.085 P、週刊労使研究誌ラ
ミ、2008年、No. 1344、H. Gosselin報告
書、p. 8

電話 技術者 正確な比較対象な
し

基本給（金額不明） 基本給（金額不明） 賃金差別を受けたことに対する
損害賠償請求

「同一労働、同一賃金」の規則は、使用者が同様
の職に就く賃金労働者に、与えられた仕事の質に
応じて異なる報酬を与えるのを厳禁しているわけ
ではない。また、周知の差が引き合いに出されて
いる仕事の質の差によって正当化できるのか否か
を徹底的に検証するのは判事の義務である。控訴
院は、この賃金労働者の賃金の減額が、与えられ
た指示に従うのを常に拒み、その賃金労働者が影
響を受けた作業チームに組み入れられたという理
由で、賃金労働者の序列がもたらした職業活動に
対するとくに批判的な評価から導かれた客観的基
準では説明できないのか否かが検証されることな
く、この賃金労働者が賃金面で差別を受けたと判
断することはできなかった。

【×】【労働の質の違いを正当化事由とすること自体は
認めている】　評価を維持する調書には、賃金労働者
による労働の質について良い評価が含まれており、
チームで働く難しさやこの賃金労働者の序列に対する
過剰な反応に関する使用者の批判は、その後、またこ
の賃金労働者による労働裁判所への提訴の少し前に
なってようやく文書化された。その結果、使用者が同僚
との比較でその賃金労働者の昇給額の少なさを正当
化するべく客観的要素は確立されておらず、確認され
た待遇の差は何ら有効な判決理由には基づいていな
いことが分かった。

賃金の格差について、一般論として労働の
質の差異は正当化事由になりうる。

番号 事例番号

使用者の業
態

雇用形態、ならびに、労働状況および職
務内容の差異

当該事案における取り扱いの差異 原告の主張 使用者が主張する、待遇の格差を正当化する論
拠

結論の要約と、判決において提示された理由
【○】は使用者の主張する正当化事由を認めた事例

【×】は認めなかった事例

ポイント



■キャリア・実務経験の差異が正当化事由となりうるか否かを判断した事例

原告 比較対象 原告 比較対象

フラン
ス-31

破毀院社会部2005年2月16日判決、
No. 03-40.465

船舶管理お
よび警備

派遣社員として派遣
先企業に労働力を
提供している警備員
3名

派遣先企業の賃金
労働者

基本給（金額不明） 基本給（金額不明） ある賃金労働者に適用されてい
る給与係数が、報酬の格差を正
当化するケースは存在しないわ
けではない。ただし裁判官は、給
与係数の適用が客観的な基準
に則り行われたのか吟味し、異
議申し立てされた賃金の格差を
正当化する要素が認められるか
検討しなければならない。勤続
年数や経験の面で優れた条件を
有している労働者に対し、何らか
の手当の形で際立った報酬が与
えられている場合は、勤続年数
や経験は必ずしも、同一の職務
を遂行している労働者に支払わ
れる基礎賃金の格差を正当化す
る根拠にならない。

【○】　原告たちの派遣先の企業の社員は、過去数年
間にわたる同社への勤務を通して、実務上の経験を積
んでいる。一方の原告たちは、そうした経験を有してい
ない。以上の事実を鑑みて、控訴院は正当にも以下の
ように判断した。すなわち、使用者は差別的な意図と
はまったく無関係の客観的な証拠を提出している。一
部の社員に勤続年数手当が支払われているのは事実
であるが、それでもやはり、基礎賃金の格差を正当化
するに足る充分な根拠が存在する。

過去の実務経験の違いがある以上、賃金
の格差を設けることは認められる。

フラン
ス-41

破毀院社会部2006年5月3日判決、No.
03-42.920、週刊法律研究誌社会版、
2006年、1496、注釈（J.-F. Césaro）

社会安全保
障機構

賃金格差の被害に
遭ったと主張する賃
金労働者4名。

比較しているのは、
人員移動の後に自
身らと同じ役職に昇
進した同僚複数
名。これら同僚は昇
進した後も、労働協
定の規定に従い、
原告4名よりも高い
水準の給与係数を
維持していた。

賃金の追加支払を請求。請求総
額は、原告らの賃金と、昇進した
同僚（原告らよりも高額の報酬を
受け取っている）の賃金との差
額に相当。

協定および労働協定にもとづく
規定が、「同一労働、同一賃金」
の原則、および、同原則を適用
した法的規定に違反することが
あってはならない。団体協約と労
働協定のみが賃金格差の根拠
であるとするなら、使用者は格差
を正当化したことにはならず、賃
金にかんする差別的待遇が成
立する。

【○】　原告である賃金労働者たちは、自身らと同じポ
ストに昇進した同僚が、自身らよりも不当に高額な報
酬を得ていると主張している。しかし、これら同僚は専
門家として特殊なキャリアを歩んできた賃金労働者で
あり、原告たちと同一の状況に置かれているとは認定
しがたい。したがって、労働協定にもとづく事業主の措
置は、「同一労働、同一賃金」の原則に違反していると
は言えない。

キャリアの違いがある以上、賃金の格差を
設けることは認められる。

フラン
ス-43

破毀院社会部2006年11月15日判決、
No. 04-47.156、民事報告書、No. 340

ホテル 警備員4名 同一の職務を遂行
している同僚1名

賃金について差別的待遇を受け
たため、賃金の追加支払を請求

使用者は、原告4名が自身らと
比較している同僚が、原告らと
異なる職務を遂行しているという
事実を証明できていない。使用
者は、この同僚が過去の契約関
係を通していかなる実務上の経
験を積んできたのか、客観的に
示すべきである。

【○】　原告らは、ある同僚と自身らの間に報酬の不平
等が存在すると主張している。しかし、原告らとこの同
僚が同一の状況に置かれているとは認定できない。な
ぜなら、この同僚が過去の契約関係を通して蓄積して
きた専門的な経験を、原告らは有していないからであ
る。したがって使用者は、「同一労働、同一賃金」の原
則に違反したことにはならない。

過去の実務経験の違いがある以上、賃金
の格差を設けることは認められる。

番号 事例番号

使用者の業
態

雇用形態、ならびに、労働状況および職
務内容の差異

当該事案における取り扱いの差異 原告の主張 使用者が主張する、待遇の格差を正当化する論
拠

結論の要約と、判決において提示された理由
【○】は使用者の主張する正当化事由を認めた事例

【×】は認めなかった事例

ポイント



■勤続年数の差異が正当化事由となりうるか否かを判断した事例

原告 比較対象 原告 比較対象

フラン
ス-7

破毀院社会部1996年10月29日判決、
No. 92-43.680、「ポンソール判決」、社
会法研究誌、1996年、1013、註A、リヨ
ン-カーン、労働者の権利、1997年、
148、註解 P.

装飾品の販
売

社長室秘書 類似の業務に従事
している他の秘書
たち

報酬額の差異を考慮した上で
の、賃金の追加支払請求（総額
でいくら請求したのか、詳細は不
明）

他の秘書たちに支払
われている報酬

旧労働法140-2条（現3121-2条）が定める「報酬の
平等の原則」は、すべての男女に区別なく適用さ
れる。この法律は、複数の女性に対し異なる金額
の報酬を賃金として支払うことを禁じている。

【×】【一般論として勤続年数の差異が正当化事由にな
り得ることは認める】　あらゆる男女のあいだには「報
酬の平等の原則」が成立する。これは、より一般的な
「同一労働、同一賃金」の原則を適用した結果である。
使用者は、同一の状況に置かれているすべての賃金
労働者に対して、報酬の平等を保証しなければならな
い。そこに男女間の格差があってはならない。ある賃
金労働者が別の賃金労働者と同一の業務を、より優
れた水準で達成したと仮定する。このとき、それぞれの
労働者に同一の給与係数が適用されているにもかか
わらず、前者に対して後者よりも少ない報酬しか支払
われなかった場合、使用者がその状況を正当化するた
めには、それぞれの賃金労働者のあいだに認められる
勤続年数の差異を根拠にすべきである。労働裁判所
が定めるとおり、賃金労働者に支給される手当には勤
続年数が反映される（この点で、手当は基礎賃金と異
なる）。この場合、複数の賃金労働者のあいだに手当
の格差が存在することは違法ではない。

賃金の格差について、一般論として勤続年
数の差異は正当化事由になりうる。

フラン
ス-8

破毀院社会部1996年12月17日判決、
No. 94.41.460

フェリー会社 有期契約で雇用され
た賃金労働者17名

常勤の賃金労働者 研修期間中、賃金の額が低く抑
えられていたため、当該期間に
おける差引額の支払を請求

労働裁判所は以下のごとく判示している。有期契
約で雇用された研修期間中の賃金労働者は、自
身の研修期間を終えた後で、有期契約の第1日目
から、無期契約で雇用されている賃金労働者と同
等の賃金を受け取る権利を有する。したがって、本
賃金労働者の要求に法的な根拠はない。

【×】【一般論として勤続年数の差異が正当化事由にな
り得ることは認める】　労働法1242-14条の規定によれ
ば、有期契約で雇用されている賃金労働者の報酬は、
勤務先が同一であり、同一の職務を遂行し、同一の役
割を果たしているのであれば、無期契約で雇用されて
いる賃金労働者の報酬と同等でなければならない。
この原則は、研修期間中か否かにかかわらず、有期
契約で雇用されているすべての賃金労働者に適用さ
れる。この原則は、勤務の第1日目から有効である。今
回のケースでは、原告とその他の労働者のあいだに賃
金の差額が生じており、原告はその補填を要求してい
る。その差額は、勤続年数に起因するものではなく、原
告が研修期間中の身分であったという事実のみに由
来している。したがって今回のケースでは、原告の要
求は正当である。

賃金の格差について、一般論として勤続年
数の差異は正当化事由になりうる。研修期
間中の身分であったという事実だけでは正
当化されない。

フラン
ス-21

破毀院社会部2001年6月20日判決、
No. 99-43.905

製剤試験所 経済的事情により解
雇された、営業部長

同一の役職に就い
ている別の賃金労
働者

報酬の格差を根拠に、賃金の追
加支払を請求（判決からは、報
酬の差額がどの程度であったの
かは不明）

「同一労働、同一賃金」の原則
は、報酬の平等性を保証する規
定である。たとえば、この原則を
適用した場合、男女間の賃金格
差は容認されない。賃金労働者
が同一の状況に置かれているか
ぎり、使用者はすべての賃金労
働者に対して、報酬の平等性を
保証しなければならない。報酬
平等の原則に対する侵害があっ
たか否か、賃金労働者が裁判所
の判断を仰ぐ場合、使用者は待
遇の格差を正当化するための客
観的な根拠を提示しなければな
らない。また、その根拠は差別
的な意図と無関係でなければな
らない。

【差戻し】【一般論として勤続年数の差異が正当化事由
となり得ることは認める】　原告を含む2人の賃金労働
者が同一の職務を遂行していたこと、ならびに、原告に
支払われていた賃金がもう一方の賃金労働者の賃金
よりも明らかに少なかったことに関して、異議は唱えら
れなかった。したがって使用者は、そうした格差を生ぜ
しめた客観的な根拠を提示しなければならない。仮
に、報酬の格差を正当化する客観的な根拠として、基
礎賃金の算出にも利用される勤続年数が引き合いに
出されたなら、それが報酬の格差を正当化する根拠と
して認められるか否か、裁判官が判断しなければなら
ない。控訴院による確認が実施されないかぎり、裁判
所の決定は法的根拠があるものとは見なされない。

賃金の格差について、一般論として勤続年
数の差異は正当化事由になりうる。

フラン
ス-40

破毀院社会部2006年4月28日判決、
No. 03-47.171、週刊法律研究誌社会
版、2006年、1440、注釈（J.-F. Césaro）

映画製作会
社

以前は臨時雇い労
働者として、現在は
無期契約で雇用され
た賃金労働者とし
て、映画の製作現場
で働いている技術
者。現在は、一週間
当たり2.770フラン
（422,28ユーロ）の賃
金を受給している。

映画の製作現場で
働く、臨時雇いの技
術者。一週間当た
りの賃金は4.000フ
ラン（609,80ユー
ロ）。

賃金の追加支払を請求 この待遇の格差は、問題となっ
ている2名の賃金労働者の間に
存在する、法的な身分の差異に
由来している。それは、この2名
のキャリア選択により生じた身分
の差異である。各人が遂行して
いる業務内容を鑑みるなら、2名
の身分の違いは報酬の格差を
正当化する客観的な根拠にはな
らない。

企業は以下に示す根拠にもとづき、賃金の格差を
正当化した。すなわち、製作現場で働く臨時雇い
の技術者が不安定な身分に置かれている一方、
常勤の社員として企業に雇用された賃金労働者は
さまざまな特典を享受している。たとえば、共済組
合への加入、食券の支給、さらには企業が主催す
る積立預金への参加などである。

【○】　同一の労働（または同一の価値を有する労働）
に従事する複数の賃金労働者の間に報酬の格差が存
在している場合、客観的理由によってその格差を正当
化できるのであれば、その使用者は「同一労働、同一
賃金」の原則に違反したことにはならない。この原則を
適用した場合、同一の職務を遂行している複数の労働
者に支払われる賃金を算定するに当たり、企業内にお
ける賃金労働者の法的な身分が考慮されることも有り
得る。臨時雇いの賃金労働者は、無期契約で雇用され
ている賃金労働者と同等の報酬を受給する権利を有
する。今回のケースでは、製作現場で働く臨時雇いの
技術者という身分と、訴えの中では特に言及されること
のなかった同技術者の勤続年数が、同技術者にとって
有利な要素として作用している。すなわち、同技術者
の身分と勤続年数を考慮するなら、2名の間に認めら
れる賃金の格差は正当と見なすことが妥当である。

法的身分の差異（臨時雇いか無期雇用か）
と勤続年数の差異がある以上、賃金の格
差を設けることは認められる。

当該事案における取り扱いの差異 原告の主張 使用者が主張する、待遇の格差を正当化する論
拠

結論の要約と、判決において提示された理由
【○】は使用者の主張する正当化事由を認めた事例

【×】は認めなかった事例

ポイント

番号 事例番号

使用者の業
態

雇用形態、ならびに、労働状況および職
務内容の差異



■将来の勤務に対するインセンティブが正当化事由となり得るか否かについて判断した事例

原告 比較対象 原告 比較対象

ドイツ
-13

BAG decision dated 28 March 2007 -
10 AZR 261/06 (NZA 2007, 687)

特定なし 有期契約のプロジェ
クト・マネージャー

無期雇用の労働者 申立人／原告は、被告が申立人
／原告が臨時報酬の受け取りか
ら除外された理由を当人に通知
していなかったとことのみから
も、労働法に基づく均等取扱い
原則に従って、申立人／原告は
請求する特別報酬を受け取る権
利を有するとの意見であった。さ
らに、申立人／原告が特別報酬
から除外されたことは、TzBfG第
4条にも抵触する。同規定に従っ
て、有期契約の労働者を無期雇
用の労働者と比較して不利益な
立場に置くことは、許容されな
い。

被告は、申立人／原告を特別報酬から除外したこ
とは、雇用が終了間近であったことにより客観的に
正当化されるものであったと主張した。被告は、特
別報酬を支払うことにより、将来において会社にと
どまる意思に対するインセンティブ付与を意図して
いた。被告は、申立人／原告を特別報酬から除外
した理由を当人に別途通知する義務を負わない。

【○】　使用者が任意で手当を付与し、手当の受け取り
条件を定める場合、それが客観的に正当される場合の
み、個々の労働者を手当の受け取りから除外すること
ができる。使用者は、その支払後に一定期間雇用が存
続するという事実に依拠して任意の特別報酬を主張す
ることができ、特別報酬の金額により許容される約束
期間が決定される。

支払後に一定期間雇用が継続すること（会
社にとどまる意思に対するインセンティブ
の付与）は、賃金の格差を設ける正当化事
由になり得る。

ドイツ
-25

Federal Labour Court (BAG) decision
dated 5 August 2009 ¬ (10 AZR
666/08)

印刷所 週当たりの労働時間
が35時間から40時
間に無給で増加する
ことに同意していな
かった労働者

週当たりの労働時
間が35時間から40
時間に無給で増加
することに同意して
いた労働者

使用者が提示した理由が申立人
／原告の考えにおいて不均等な
報酬を正当化するものではない
ため、申立人／原告も、無給で
の労働時間増加に同意していな
いが特別報酬を請求する。

使用者が、報酬を無給の追加労働に対する感謝
のしるし及び将来における労働者のモチベーショ
ン維持の手段として意図していたという事実によ
り、差異は正当化されている。

【×】　申立人／原告が勝訴した。ドイツ連邦労働裁判
所（BAG）によれば、労働法に基づく均等待遇原則を根
拠として、申立人／原告は特別報酬を受ける権利を有
する。原則として、使用者は、労働者に追加手当を支
給するか否か、及びその支給条件の内容を自由に決
定することができる。使用者は、一般化原則に従って
手当を支給する場合、均等待遇原則を遵守しなければ
ならない。本件において、申立人／原告のグループを
除外することが正当化されるか否かは、支給される手
当の目的に基づいて決定されなければならない。特別
報酬の目的は、異なる雇用条件について労働者を補
償することだけではなかった。当該手当は雇用関係の
継続とも関連づけられていたため、会社にとどまる過
去及び将来の意思に対する謝礼金としても意図されて
いた。よって、会社にとどまる意思についても報酬を与
えるべきであり、比較対象者のグループの労働者のみ
に報酬を支給することは、雇用法に基づく均等待遇原
則に違反している。

会社にとどまる意思に対するインセンティ
ブの付与を目的とした特別報酬は、会社に
とどまる意思を持つ労働者全員に支払うべ
きである。

番号 事例番号

使用者の業
態

雇用形態、ならびに、労働状況および職
務内容の差異

当該事案における取り扱いの差異 原告の主張 使用者が主張する、待遇の格差を正当化する論
拠

結論の要約と、判決において提示された理由
【○】は使用者の主張する正当化事由を認めた事例

【×】は認めなかった事例

ポイント

各々の年収の12分の1の額の特別報酬（3.025,00ユー
ロ）が争点であった。

変更された雇用条件を受諾しており、かつ、2005年12
月31日時点で雇用関係を継続していた労働者に対す
る、控除前の総計で300.00ユーロの一回限りの特別報
酬



■パートタイムであるか、フルタイムであるかによって勤務時間に比例する格差以上の格差を設けることは認められないとされた事例

原告 比較対象 原告 比較対象

ドイツ
-2

BAG, decision dated 18 March 2014 –
9 AZR 694/12

特定なし 1週間当たり20時間
勤務していたパート
タイムの救助職員メ
ンバー。申立人は、
救助補佐及び／又
は経験を有する医療
補助員としてだけで
なくいわゆる「助手」
としても、手術関連
業務を引き受け、手
術に携わった。

1週間当たり40時間
を超えて勤務してい
たフルタイムの救助
職員。

申立人／原告に支払われた基
本給は、1ヶ月当たり400.00ユー
ロであった。

救助職員メンバーに
支払われた基本給
は、1ヶ月当たり
1,600.00ユーロであっ
た。

TzBfG第4条1項2文の意味の範
囲内におけるパートタイム労働
者として、申立人は、比較可能な
フルタイム労働者の労働時間に
相当する報酬を比例按分計算に
より受領する権利を有する。

申立人は労働者ではなく、実習生に過ぎない。当
事者間の合意は、雇用契約とはみなされていな
かった。

【×】　実習と呼んでいたとしても、業務の内容（救助補
佐、経験ある医療補助員としてだけでなく、助手として
救急車への同乗業務を行っていた）のだから、当事者
の関係は雇用である。よって、月あたり1,600ユーロと
既に支払われた400.00ユーロの差引金額を支払う義
務を使用者は追う。また、労働時間の違いだけで賃金
の差別を正当化できない。正当化するためには、労働
給付、資格、経験または職場に関する異なる要求水準
などを使用者は主張・立証しなければならないが、これ
を本件使用者はしていない。

基本給について、パートタイムであるか、フ
ルタイムであるかによって、勤務時間に比
例する格差以上の格差を設けることは認
められない。

ドイツ
-17

BAG decision dated 27 March 2014 (6
AZR 571/12)

大学 2007年10月1日時点
で大学の研究補助
員。パートタイム。週
の労働時間は正規
労働時間の50%。
2006年9月1日から
2007年9月30日ま
で、申立人／原告
は、労働時間の範囲
が異なる種々の有
期雇用契約に基づ
き他の大学で研究
補助員として雇用さ
れていた。

フルタイム職員 当該雇用は州公務労働協約
（Tarifvertrag für den ö
ffentlichen Dienst der Länder、
TV-L）の適用対象であった。申
立人／原告は、州公務労働協約
（TV-L）の賃金グループ13、レベ
ル1に基づく報酬を受給した。労
働協約に定められるレベルの割
当てに関しては、大学の職員
は、他の使用者による有期又は
無期雇用において少なくとも1年
の関連する専門的経験を有する
場合、採用時にレベル2に割り振
られるものとされる。

申立人／原告である職員の意
見によれば、自身は州公務労働
協約（TV-L）の賃金グループ
13、レベル2に基づく報酬を受給
する権利を有していた。職員の
従前の雇用は、関連する専門的
経験の時間として完全に認めら
れるべきである。

使用者は、レベルの割当ての文脈においては、週
の正規労働時間の50%という最低量の時間のみが
考慮されるべきであると主張した（最低労働量）。
これが、パートタイム労働者も、より高額の報酬を
受け取ることを正当化する関連の専門的経験を有
することを保証する唯一の方法である。

【×】　州公務労働協約（TV-L）の意味の範囲内におい
て、関連する専門的経験の取得は一定のパートタイム
の範囲に帰する最低労働量を要しない。使用者が要
求する最低労働量はパートタイム労働・有期労働契約
法（TzBfG）第4条1項1文に違反する。最低量は、労働
時間の長さのみに関連づけられる。パートタイム労働
者は、その労働時間数が少ないことのみに基づき不利
な立場に置かれる。最低労働量は時間の要素のみに
関連づけられ、特定の種類の労働を定めるものではな
いため、異なる待遇を処す客観的な理由も存在しな
かった。

賃金について、パートタイムであるか、フル
タイムであるかによって、格差を設けること
は認められない。

当該事案における取り扱いの差異 原告の主張 使用者が主張する、待遇の格差を正当化する論
拠

結論の要約と、判決において提示された理由
【○】は使用者の主張する正当化事由を認めた事例

【×】は認めなかった事例

ポイント

番号 事例番号

使用者の業
態

雇用形態、ならびに、労働状況および職
務内容の差異



■その他の事例

原告 比較対象 原告 比較対象

フラン
ス-33

破毀院社会部2005年6月21日判決、
No. 02-42658、社会法研究誌、2014
年、1047、註解（C. Radé）、ダローズ判
例集、2006年、Pan. 33、 註解（A
Jeammaud）

託児所管理 病気のために一時
欠勤していた託児所
所長

原告の代理として
有期契約で雇用さ
れた賃金労働者。

月給10.500フラン 原告の代理として有
期契約で雇用された
者の月給は、当初は
11.000フランであり、
後に14.500フランと
なった。

使用者は、同一の状況に置かれ
ているすべての賃金労働者に対
し、その性別にかかわりなく、報
酬の平等を保証しなければなら
ない。状況の同一性は、各労働
者が有する資格、勤続年数、各
労働者が遂行する職務をもとに
認定される。今回のケースでは、
問題となっている2名の賃金労働
者（原告とその代理）は間違いな
く、同一の状況に置かれていた。
いかなる見地に立とうとも、控訴
院がその事実を否定することは
考えられない。なぜなら原告は、
病気による欠勤を終えるなり、従
来の契約のとおり仕事を再開し
ており、代理の所長は原告の復
帰とともに退職したからである。

【○】　複数の賃金労働者が同一の労働、または、同一
の価値を有している労働に従事しており、そこに賃金
の格差が存在したとする。この場合、具体的な検証が
可能な客観的理由をもとに状況を正当化できるのであ
れば、その使用者は「同一労働、同一賃金」の原則に
違反したことにはならない。今回のケースでは、使用者
は原則に対する違反を犯していない。なぜなら使用者
は、監督当局による託児所の閉鎖を回避するため、病
気で欠勤する所長の代理となる、適切な資格を有した
別の所長を速やかに補充する必要があったからであ
る。

人員採用の緊急の必要性がある場合、賃
金の格差は認められる。

ポイント

番号 事例番号

使用者の業
態

雇用形態、ならびに、労働状況および職
務内容の差異

当該事案における取り扱いの差異 原告の主張 使用者が主張する、待遇の格差を正当化する論
拠

結論の要約と、判決において提示された理由
【○】は使用者の主張する正当化事由を認めた事例

【×】は認めなかった事例



■管理職／非管理職の違いが格差を正当化するか否かを判断した事例

原告 比較対象 原告 比較対象

フラン
ス-48

破毀院社会部2008年1月30日判決、
No. 06-46.447 、 F-D 、 KCP S 2008 、
1274、注釈（J.-F. Césaro）

法律事務所 被雇用弁護士 管理職以外のス
タッフ

食券割り当て請求 「同一労働、同一賃金」の規則は、使用者が同様
の職に就く賃金労働者に、与えられた仕事の質に
応じて異なる報酬を与えるのをけっして禁じている
わけではない。また、周知の差が引き合いに出さ
れている仕事の質の違いによって正当化できるの
かどうかを徹底的に検証するのは判事の義務であ
る。控訴院は、この賃金労働者の賃金の減額が、
与えられた指示に従うのを常に拒み、その賃金労
働者が影響を受けた仕事のチームに組み入れら
れたという理由で、賃金労働者の序列がもたらし
た職業活動に対するとくに批判的な評価から導か
れた客観的基準では説明することができないのか
どうかが検証されることなく、この賃金労働者が賃
金の面で差別を受けたと判断することはできな
かった。

【×】　職業分類の唯一の差は、特典の付与に関して
は、それ自体はその特典の面では同一地位にある賃
金労働者間の待遇の差を正当化することはできない
が、その差は客観的理由を根拠にしており、その現実
と正当性については、判事が審査しなければならな
い。また、控訴院はまさに、企業の管理職以外の唯一
の職員に食券の付与を留保していた使用者は、この差
を正当化できる客観的かつ適切な理由には何ら基づ
いていないという決定をくだした。

食券支給について、管理職か非管理職か
によって、格差を設けることは認められな
い。

■パートタイムであるか、フルタイムであるかによって勤務時間に比例する格差以上の格差を設けることは認められないとされた事例

原告 比較対象 原告 比較対象

フラン
ス-4

破毀院社会部1992年12月2日判決、
No. 91-40.655

私立病院 パートタイムの会計
担当者

フルタイム賃金労
働者

第13月の手当（年間ボーナスに
追加して支払われる、月給相当
の手当）の支払請求

フルタイムで働く賃
金労働者に支払わ
れる手当

詳細不明 詳細不明 【×】　パートタイム賃金労働者は使用者の同意のも
と、フルタイム賃金労働者と同様に、特別報酬を受け
取る権利を有する。通常の報酬にたいする特別報酬の
比率は、フルタイム賃金労働者の場合と同様である。

月給相当額の追加報酬について、パートタ
イムであるか、フルタイムであるかによっ
て、勤務時間に比例する格差以上の格差
を設けることは認められない。

フラン
ス-2

破毀院社会部1990年12月4日判決、
No. 87-42341、民事報告書5、p. 336、
社会判例研究誌、1/91、101

香水および
化粧品

パートタイム販売員
（半日契約）

フルタイム販売員 売上目標連動型の追加報酬。な
お、その報酬は各店舗および各
販売員が達成した総売上額をも
とに算出される。正確を期するた
めに補足するなら、フルタイムの
販売員とパートタイムの販売員
に課せられる売上目標のあいだ
に区別はない。

フルタイム賃金労働者とパートタ
イム賃金労働者に対しては、同
一の売上目標が設定されてい
る。したがって本賃金労働者は、
半日契約である自身の売上目
標は、フルタイムで働く販売員の
売上目標の50%に相当すると主
張した。

最低賃金に上乗せして支給される追加報酬の支
払方法を、使用者は自由に決定することができ
る。

【×】　労働時間が異なったとしても、追加報酬の支払
は同一の規定に則って行われなければならない。すな
わち、すべての賃金労働者に対して同額が支払われ
るべきである。これは、パートタイム契約で働く賃金労
働者とフルタイム契約で働く賃金労働者のあいだに、
平等の原則が成り立たなければいけないからである。
とりわけ今回のケースでは、労働法3123-10条が規定
する、報酬均衡の規則を参照すべきである。

売り上げ目標連動型の追加報酬につい
て、パートタイムであるか、フルタイムであ
るかによって、勤務時間に比例する格差以
上の格差を設けることは認められない。

フラン
ス-17

破毀院社会部1999年4月13日判決、
No. 97-41.117

新聞社 パートタイム契約の
ジャーナリスト

フルタイム賃金労
働者

会社の慣習に従ってフルタイム
賃金労働者に支給される、パリ
在住者向け手当の支払を請求

請求総額は不明 【×】　原告の職務経験と勤続年数を考慮するなら、
パートタイム賃金労働者の報酬は、同等のポストに就
き、同一の機関または企業において同等の職務を遂
行しているフルタイム賃金労働者の報酬に比例してい
なければならない。したがって、裁判所は公正にも以
下の通り認定した。すなわち、企業は手当の支払を、フ
ルタイム賃金労働者のみに限定すべきではない。

手当について、パートタイムであるか、フル
タイムであるかによって、格差を設けること
は認められない。

ドイツ
-16

BAG decision dated 25 October 1994
(3 AZR 149/94)

衣料産業の
会社

パートタイム労働者
（25時間／週）。パー
トタイム労働者は、
フルタイム労働者と
同じ仕事を行わなけ
ればならず、同じ要
求を満たさなければ
ならない。

フルタイム労働者 使用者は、会社の年金制度に基
づき企業年金を支給したが、当
該制度はパートタイム労働者に
対する企業年金を定めていな
かった。

企業年金の支給がフルタイム労
働者に限られ、これが雇用法に
基づく均等支払原則に違反して
いるため、当該年金計画は無効
である。

使用者の意見によれば、企業年金の支給をフルタ
イム労働者に限定することは、客観的に正当化さ
れる。使用者は、労働力不足のためにパートタイ
ム労働者を雇用せざるを得なかったが、パートタイ
ム労働者を企業年金から除外することで、フルタイ
ム労働を引き受けるインセンティブを正当に設定し
た。少なくとも、企業年金の額については労働時間
の範囲を考慮する必要があった。パートタイム労
働者については、最善で、比例按分による老齢年
金を請求可能とすべきであった。

【×】　フルタイム労働者とパートタイム労働者の労働
量の差異自体は、パートタイム労働者を企業年金制度
の対象から完全に除外することを正当化しない。パー
トタイム労働者の除外の理由となる事実は、他の性質
でなければならず、すなわち、例えば職務遂行能力、
スキル、専門的経験又は異動要求に基づくものでなけ
ればならない。
但し、均等な待遇は、パートタイム労働の報酬がフルタ
イム労働と比較した職務遂行能力の比率のみに基づ
き支給されるという事実に現れる。したがって、パートタ
イム労働者はフルタイム労働者と同額の企業年金を請
求することはできない。

企業年金について、パートタイムである
か、フルタイムであるかによって、格差を設
けることは認められない。

【手当その他基本給以外の雇用条件】

番号 事例番号

使用者の業
態

ポイント

番号 事例番号

使用者の業
態

雇用形態、ならびに、労働状況および職
務内容の差異

当該事案における取り扱いの差異 原告の主張 使用者が主張する、待遇の格差を正当化する論
拠

結論の要約と、判決において提示された理由
【○】は使用者の主張する正当化事由を認めた事例

【×】は認めなかった事例

ポイント

雇用形態、ならびに、労働状況および職
務内容の差異

当該事案における取り扱いの差異 原告の主張 使用者が主張する、待遇の格差を正当化する論
拠

結論の要約と、判決において提示された理由
【○】は使用者の主張する正当化事由を認めた事例

【×】は認めなかった事例



ドイツ
-18

BAG decision dated 27 July 1994 銀行 パートタイムの銀行
員（18.25時間／週）

フルタイム行員 使用者は、経営陣の決定に基づ
き、行員に対して不動産購入の
ローンについての特別条件を付
与している。当該決定によれば、
一定の状況下にあるフルタイム
行員のみが特別条件の適用資
格を有する。

申立人／原告である行員の意
見によれば、パートタイム行員の
除外は1985年就業促進法
（BeschFG）第2条1項に違反す
る。

資格を有するフルタイム行員に対する不動産購入
についての特別条件の付与は、当該行員を会社
にとどまらせるために行われるべきである。よっ
て、異なる待遇には客観的な理由がある。唯一可
能な解決方法は、フルタイム労働と比較したパート
タイム労働の範囲に基づく特別条件の付与であろ
う。

【×】　パートタイム行員を特別条件から除外すること
は、パートタイム行員がフルタイム行員に要求される条
件を満たす場合、1985年就業促進法（BeschFG）第2条
1項に基づく差別待遇の禁止に違反する。よって、使用
者は、少なくともフルタイム行員の労働時間と比較した
ときのパートタイム行員の労働時間の比率に応じた範
囲で、経営陣の決定に基づく特別条件をパートタイム
行員にも付与する義務を負う。

不動産購入ローンの特別条件について、
パートタイムであるか、フルタイムであるか
によって、格差を設けることは認められな
い。



■その他の事例

原告 比較対象 原告 比較対象

フラン
ス-37

破毀院社会部2005年11月9日判決、
No. 03-47,720、社会法研究誌、2006.
221、註解（A. Jeammaud）

ソレイユ（シ
ンクロトロン
実験施設）

フランス国籍を有す
るエンジニア

外国籍を有する賃
金労働者

本来は禁止されているはずの、
賃金をめぐる差別的待遇を念頭
に置き、損害賠償の支払を請
求。具体的には、事業主の同意
のもとに規定されている、移住手
当の支払を請求。

移住手当の支給条件にかんして
は、外国籍を有していることの
他、いかなる客観的基準も設け
られていない。これは、フランス
以外の国籍を有する契約当事者
に便宜を図るための手当である
と、事業主の協約は説明してい
る。しかし現実には、募集の時点
ですでにフランスに居住していた
外国籍の労働者に対しても、移
住手当が支払われている。した
がってこの手当は、外国から
やってきた契約当事者の移住と
定着を促すという本来の目的か
ら逸脱しており、使用者はこうし
た矛盾を解消すべきである。

同一の労働（または同一の価値を有する労働）に
従事する複数の賃金労働者の間に報酬の格差が
存在している場合、具体的な検証が可能な客観的
理由によってその格差を正当化できるのであれ
ば、その使用者は「同一労働、同一賃金」の原則
に違反したことにはならない。

【○】　移住手当が、フランス国籍を有する賃金労働者
と外国人労働者の間に待遇の格差をもたらしているの
は事実である。ただしその格差は、祖国を離れて生活
する外国人賃金労働者とその家族の不都合を埋め合
わせるためだけでなく、契約当事者である外国人労働
者の雇用を促進するためのものでもある。外国籍を有
する労働者は、国際的な水準にある優れた科学研究
機関を創造する上で不可欠の存在と言える。したがっ
て、外国人労働者に与えられた特典は客観的な理由
に立脚しており、国籍に由来する差別とはまったく無関
係である。

海外生活の不都合の埋め合わせと外国人
労働者採用の必要性から、国籍によって、
移住手当支払い対象となるか否かを変え
ることは認められる。

フラン
ス-61

破毀院社会部2009年7月1日判決、No.
07-44.333

製薬研究所 事業所の賃金労働
者16人

他の事業所の賃金
労働者

グループ入社記念日手当の支
払請求。この事業所ではその支
払を1年ずらす（判決では金額は
明記されていない）

【×】　企業協定では、同一または等価の仕事をこなす
同一企業の異なる事業所の賃金労働者間の待遇の差
について規定することはできず、それらの差が客観的
根拠に基づいているかどうかは、判事がその現実と正
当性を具体的に審査しなければならない。
労働裁判所は、事業所の一定数の賃金労働者に記念
日手当を与えず、他の事業所のより多くの賃金労働者
が管理職との協定による特典の大部分を得られるよう
にするという労使パートナーの選択を正当な形で浮彫
にした。使用者の資金不足により正当化したいという選
択は、異なる事業所の賃金労働者間で確認されている
待遇の差を正当化するのに適した、賃金労働者の地
位に関する客観的説明には一切基づいていなかった。

記念日手当を一部事業所の労働者に支給
しなかったことについて、使用者の資金不
足は正当化事由にならない。

ポイント

番号 事例番号

使用者の業
態

雇用形態、ならびに、労働状況および職
務内容の差異

当該事案における取り扱いの差異 原告の主張 使用者が主張する、待遇の格差を正当化する論
拠

結論の要約と、判決において提示された理由
【○】は使用者の主張する正当化事由を認めた事例

【×】は認めなかった事例
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